
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年３月期第１四半期  5,388  △44.7  △227  －  △187  －  △184  －

22年３月期第１四半期  9,744  41.2  435  －  379  －  291  －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

23年３月期第１四半期  △2  34  －      

22年３月期第１四半期  3  69  －      

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

23年３月期第１四半期  41,144  19,837  48.2  250  86

22年3月期  47,400  21,053  44.4  266  24

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 19,837百万円 22年３月期 21,053百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年３月期  －        －      －      5 00  5  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  －      －      5 00  5  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  14,000  △33.6  △250  －  △270  －  △190  －  △2  40

通期  37,000  △15.7  900  △64.4  800  △59.1  450  △51.7  5  69



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中であります。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 なお、上記の予想に関する事項につきましては四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性

的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 79,139,500株 22年３月期 79,139,500株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 62,187株 22年３月期 59,354株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 79,078,268株 22年３月期１Ｑ 79,085,036株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産が緩やかに増加する等、持ち直しの動きが見ら

れ、企業の景況感にも改善がみられましたが、世界経済の先行き不透明感から民間設備投資計画は力強さを欠き、

また厳しい雇用情勢により個人消費が伸び悩む等、景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような事業環境の下、当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は、前連結会計年度の受注

高の減少を受け、 百万円と前年同四半期に比べ ％の減少となりました。損益面におきましては、売上高

の減少により、売上総利益が減少したため、営業損失 百万円（前年同四半期は 百万円の利益）、経常損失

百万円（前年同四半期は 百万円の利益）となり、特別損失として資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

百万円を計上した結果、四半期純損失は 百万円（前年同四半期は 百万円の利益）となりました。 

 なお、当社グループでは、売上高が上半期に比べ下半期に、また、第２四半期連結会計期間末及び連結会計年度

末に偏る傾向があります。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 エンジニアリング事業については、売上高2,445百万円、経常損失408百万円となりました。 

 単体機械事業については、売上高2,943百万円、経常利益220百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ6,256百万円減少の 百万円となりました。これは、

仕掛品の増加769百万円等がありましたが、受取手形及び売掛金の減少5,310百万円、現金及び預金の減少1,089百

万円、株価下落により時価のある有価証券の評価差額が減少したことによる投資有価証券の減少1,070百万円等の

影響によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ5,039百万円減少の 百万円となりました。これは賞与引当金の増加417百

万円、前受金の増加363百万円等がありましたが、支払手形及び買掛金の減少2,558百万円、短期借入金の減少

2,000百万円、未払法人税等の減少542百万円、その他流動負債の減少658百万円等の影響によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ1,216百万円減少の 百万円となりました。これは、配当金の支払及び

四半期純損失の計上による利益剰余金の減少580百万円、その他有価証券評価差額金の減少635百万円等の影響によ

るものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、営業活動により

獲得した資金を、固定資産の取得、借入金の返済、配当金の支払い等に使用した結果、前連結会計年度末に比べ、

1,089百万円減少の 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動により獲得した資金は、 百万円となりました。これは、仕入債務の減少（ 百万円）、たな卸

資産の増加（ 百万円）、法人税等の支払い（ 百万円）、税金等調整前四半期純損失の計上（ 百万円）等

により資金が減少いたしましたが、売上債権の減少（ 百万円）、前受金の増加（ 百万円）等により資金が

増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動により使用した資金は、 百万円となりました。これは主に固定資産の取得による支出（ 百万円）

に使用したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動により使用した資金は、 百万円となりました。これは主に短期借入金の返済（ 百万円）、配

当金の支払い（ 百万円）に使用したものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

5,388 44.7

227 435

187 379

92 184 291

41,144

21,306

19,837

7,850

1,506 2,558

728 562 280

5,310 363

188 187

2,399 2,000

395
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失がそれぞれ１百万円増加し、税金等調整前四半期純損失が94百万円増加して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は115百万円であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,851 8,940

受取手形及び売掛金 12,997 18,307

製品 748 760

仕掛品 2,604 1,834

材料貯蔵品 1,045 1,073

その他 1,136 965

貸倒引当金 △17 △29

流動資産合計 26,364 31,852

固定資産   

有形固定資産 4,918 5,024

無形固定資産 675 668

投資その他の資産   

投資有価証券 7,571 8,641

その他 1,667 1,267

貸倒引当金 △53 △54

投資その他の資産合計 9,185 9,854

固定資産合計 14,779 15,547

資産合計 41,144 47,400

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,511 10,069

短期借入金 1,000 3,000

1年内返済予定の長期借入金 747 747

未払法人税等 12 554

前受金 1,122 759

賞与引当金 1,118 701

完成工事補償引当金 62 65

工場建替費用引当金 467 467

その他 870 1,529

流動負債合計 12,911 17,893

固定負債   

長期借入金 2,200 2,200

退職給付引当金 5,749 5,838

役員退職慰労引当金 258 341

ＰＣＢ処理引当金 30 30

その他 157 42

固定負債合計 8,395 8,452

負債合計 21,306 26,346
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,956 3,956

資本剰余金 4,202 4,202

利益剰余金 10,120 10,700

自己株式 △14 △14

株主資本合計 18,265 18,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,571 2,207

評価・換算差額等合計 1,571 2,207

純資産合計 19,837 21,053

負債純資産合計 41,144 47,400
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 9,744 5,388

売上原価 7,848 4,145

売上総利益 1,896 1,243

販売費及び一般管理費 1,460 1,470

営業利益又は営業損失（△） 435 △227

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 75 76

貸倒引当金戻入額 38 －

その他 10 21

営業外収益合計 124 98

営業外費用   

支払利息 27 19

退職給付会計基準変更時差異の処理額 125 －

その他 27 39

営業外費用合計 180 58

経常利益又は経常損失（△） 379 △187

特別利益   

投資有価証券売却益 23 －

特別利益合計 23 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 92

特別損失合計 － 92

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

403 △280

法人税、住民税及び事業税 280 26

法人税等調整額 △169 △122

法人税等合計 111 △95

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △184

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 291 △184
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

403 △280

減価償却費 226 233

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38 △13

賞与引当金の増減額（△は減少） 451 417

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △75 △57

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2 △3

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △26 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 83 △88

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 △83

受取利息及び受取配当金 △75 △76

支払利息 27 19

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 92

売上債権の増減額（△は増加） 6,131 5,310

たな卸資産の増減額（△は増加） △319 △728

前渡金の増減額（△は増加） 37 △11

仕入債務の増減額（△は減少） △3,572 △2,558

前受金の増減額（△は減少） 233 363

その他 △79 △533

小計 3,422 2,001

利息及び配当金の受取額 75 76

利息の支払額 △17 △9

法人税等の支払額 △1,120 △562

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,359 1,506

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △328 △187

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 30 －

長期貸付けによる支出 － △0

長期貸付金の回収による収入 0 0

その他 4 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △294 △188

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,000 △2,000

リース債務の返済による支出 △3 △3

配当金の支払額 △553 △395

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,557 △2,399

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 514 △1,089

現金及び現金同等物の期首残高 8,157 8,939

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,671 7,850
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 該当事項はありません。  

  

  

[事業の種類別セグメント情報]  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用しているエンジニアリング事業、単体機械事業に区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．会計処理の方法の変更 

（前第１四半期連結累計期間） 

 当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27

日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を

適用しております。 

 なお、この変更による売上高及び損益への影響は軽微であります。  

  

[所在地別セグメント情報] 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

[海外売上高] 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
エンジニアリ
ング事業 
（百万円） 

単体機械事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  5,980  3,763  9,744  －  9,744

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  － (－)  －

計  5,980  3,763  9,744 (－)  9,744

営業損益  △25  461  435 (－)  435

事業区分 主要製品

エンジニアリング事業 
都市ガス・石油関連プラント、各種化学工業用プラント、水素製造装置、

下水処理装置、産業排水処理装置、各種水処理装置等 

単体機械事業 
油清浄機、各種分離機・ろ過機、海水取水用除塵設備、半導体排ガス除害

装置、攪拌機等 
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[セグメント情報] 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている「エンジニア

リング事業」と「単体機械事業」を報告セグメントとしております。 

 「エンジニアリング事業」は、都市ガス・石油関連プラント、各種化学工業用プラント、水素製造装置、下水

処理装置、産業排水処理装置、各種水処理装置等の製品を取扱っております。 

 「単体機械事業」は、油清浄機、各種分離機・ろ過機、海水取水用除塵設備、半導体排ガス除害装置、攪拌機

等の製品を取扱っております。  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

  

（追加情報）  

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

 該当事項はありません。  

  

  

    （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他 合計
エンジニアリ
ング事業 

単体機械事業 計

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  2,445  2,943  5,388  －  5,388

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  － (－)  －

計  2,445  2,943  5,388 (－)  5,388

セグメント利益（△は損失） 

（経常利益（△は損失）） 
 △408  220  △187 (－)  △187

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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